
　同期の疋田とは休日に飲みに行
く仲だ。その疋田が、西東京全エリ
アの担当になった。「純粋にすごい
なと思う反面、悔しさもある」と胸
をうちを明かす。だから、自分は赤
坂本社でがんばるという気持ちが
さらに強くなったともいう。疋田の
ことはプラスの材料にしていこう
と前向きにとらえている。プライ
ベートで仲のいい同期が、仕事の上
ではお互いに切磋琢磨できる相手
というのは、幸せなことだ。「彼の仕
事を見ていて、自分が劣っている部
分がある」と、素直に認める関だが、

「それぞれ自分のポジションで精いっぱいのことをやる。そ
れが今のすべて」だと思っている。関には今年から新入社員
を指導する役割が与えられた。３年目としての役回りでは
あるが、それが自分の成長にもつながると思っている。ひと
の振り見て我が振り直せではないが、新人たちを見ている
と自分の行動も稚拙だったなとわかるらしい。それが戒め
にもなる。
　３年目で、営業の仕事には慣れてきた。担当エリアを一人
で任されている。つまり、一人ですべて解決しなければなら
ない。責任感は人を磨く。酒販店に何度も通って、最近よう

やく顔を覚えてもらった。名前で呼
んでもらえたことがうれしかったと
いう。営業同行で酒販店の担当者と
ともに料飲店に伺う回数もぐんと増
えた。これは、酒販店との関係がつ
くれて初めて実現できることだ。営
業としてのステップをいちだん上が
れたのかなと、照れ気味に関は言う。
２年目までは数えるほどだった同行
営業が、今年になって二ケタになっ
た。営業の成果を具体的に示すのは
なかなか難しいのだが、ひとつの指
標として関の新規顧客獲得数は伸び
ている。

　同期と飲みに行くと、やはり仕事の話になる。たとえば樽
ホッピーを今後もっといい方向に展開できないだろうかと、
話が盛り上がる。今の仕事をきちんとこなし、その上で新し
い流れを作れないかと模索する。可能性はそうして生まれ
るものだし、彼らにはそれを生む熱があるようにみえる。「自
分はやはりホッピーが好きですし」と、関は言う。飲みに行っ
てもずっとホッピーばかり。一途な男は、道を開くだろう。
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同期の進化を糧にして、我が道を行く



日頃からホッピーをご愛飲いただき、多くの人にホッピーを広めてくださっている
ホッピーのエバンジュリスト（伝道師）を、私たちは感謝を込めてホッピー大使と呼ばせていただいている。

この度ご就任いただいたのは、競泳日本代表のヘッドコーチ平井伯昌さんです。

H O P P Y
AMBAS SADOR

競泳日本代表コーチ、平井伯昌さんが
ホッピー大使に。

ホッピーミーナ、ロンドン五輪は
平井家で応援。
　
　ホッピーミーナと平井伯昌さんの奥様は、学科は違うが同じ
早稲田の大学院で学んでいて、共通の知人を通じて知りあっ
た仲。そのご縁で平井コーチとは家族ぐるみのおつきあいが
ある。ロンドンオリンピックの時には、なんと平井コーチのお
宅で水泳競技の応援をした。その甲斐あって（？）日本の競泳
チームは11個のメダルを獲得。愛娘のさくらちゃんも「お兄さ
んやお姉ちゃん」を応援していたという。それもそのはず、選
手たちはよく平井コーチの家に遊びに来るそうだ。そして、夕
食は、近所の居酒屋「つくも分店」さん。選手たちは食事だけ
だが、コーチは飲む。飲むのはもちろんホッピーだ。

選手の育成を語り合い、飲んだホッピー。
平井コーチがホッピーと出会ったのは、東京スイミングセン
ターに入社してから。オリンピック選手を育てるためにつくられ
てこの水泳スクールで、平井コーチは同僚たちと選手を育てる
ことに専念。仕事の後、同僚たちと飲みに行っても話題は選手
の育成のことばかりで、ずっと水泳の話をしていた。その時の
お供はホッピー。ソースをかけたポテサラをつまみながらずっ
とホッピーを飲んでいたという。好きなのはもっぱら白。ジョッ
キを傾けながらの議論は白熱したことだろう。

北島選手の、精神力という才能。
　そんな平井コーチが、入社11年目にして初めて担当すること
になったのが北島康介選手だった。北島選手は当時まだ14歳
だったが、指導中にこちらの内側を射ぬくような目の力や、大

会に出ていく時の目の強さに、平井コーチは「精神力の才能」
を感じたという。彼とならオリンピックに向けて一緒にがんばっ
ていけそうという感じを受け、この先どこまでも伸びるような
印象を受けた。自分に負けず妥協しない選手が、金メダルを
獲れる。北島選手にはそれがあった。
　平井コーチーが選手を指導する時に心がけているのは、「伝
える」ことだ。画一的に指導するのではなく、選手によって伝
え方があるのだという。そのためにはまず各人の個性を把握し
ていなければならない。さらに、タイミングも大切だ。そして、
いっぺんにいくつも言うのではなく、最重要ポイントをひとつ
だけに絞り、わかりやすく伝える。そのために、まず自分がよく
考えておかなければいけないのだという。それで夜眠れない
こともあるそうだ。選手の性格を知り心理を読めないとコーチ
という仕事は務まらないのだ。
　リオデジャネイロオリンピックでの活躍が大いに期待される
日本競泳陣だが、指導する側もこうして戦っているのだという
ことがよくわかった。日本水泳陣と彼らを率いる平井伯昌さん
に、ホッピーで乾杯。



S H O P S  O F
H O P P Y
AMBAS SADOR ホッピー大使の店 ホッピーを愛し、おいしいホッピーを熱心に広めてくださるお店には、ぜひともホッピー大使になっていただきたい。

今回は東京と神奈川のお店に伺いました。

たつや　　　　                                     　　　　    ◎東京

●アンベ・クァトロ
東京都港区赤坂2-15-12 パール赤坂 B1
TEL：03-3585-0065
営業時間：11:30〜14:00（火〜木）
/18:00〜24:00（月〜金）（土日祝定休）

　「ホッピーを飲んでハッピーになろう」
というフレーズはうちが考えたと教え
てくれるのは、恵比寿駅前にある「たつ
や」の会長佐藤正光さん。佐藤会長が
ボウリング場の支配人から転身してた
つやを始めた頃、恵比寿にホッピーを
飲ませる店はなかった。焼き鳥とホッ
ピーがおいしい店がコンセプトだった。
オープンの日に駆けつけた石渡光一会
長（当時は社長）はその熱意にうたれ
ジョッキを冷やす冷蔵庫をプレゼント
した。「それからホッピーが売れたよ」
と佐藤会長は笑う。今でもその冷蔵庫
は厨房の真ん中でジョッキを冷やして
いる。たつやの３冷ホッピーは光一会
長の直伝。徹底した３冷で、「たつやの
ホッピーは他所と違うおいしさがある」
という定評があるほど。つくる人が違え

　ホッピーの赤坂本社ビルが建った
翌年から、アンベ・クァトロはこのビル
の地下に店を構えている。以来38年
間、ラテン音楽のライブハウスとしてそ
の名声は世界に及ぶ。海外からトップ
ミュージシャンが来日した折りには決
まってこの店に出演する。メキシコやパ
ラグアイのTV局が取材に来て、壁のサ
インに絶句した。伝説的なスターたち
のサインが所狭しと並んでいるさまは
本場にもなく、アジアの片隅にそれが
あることに驚愕した。先日天井から水
が漏れるという事故があった時、保険
会社が電話してきて真っ先に聞いたの
は壁の被害についてだった。幸いにし
て水に濡れるのを直前で防ぐことがで
きたことを話したら、「よかった。あの
壁は1億円の価値がありますから」と

ばホッピーのおいしさも違うというの
が、ホッピーの楽しさのひとつでもある
が、まさにこの店がそうだ。
　開店当時からのメニューは、ガツ刺
し、焼き鳥、煮込み豆腐。どれもホッ
ピーとの相性がいい。「この店の雰囲
気はホッピーがつくってくれているので
す」と、朝からお客様で埋まるカウン
ター席を見ながら語る。店は朝８時か
ら翌朝５時まで。終電に乗り損なっても
ここで雨露がしのげ、おまけにホッピー
まで飲める。黒ホッピーが生まれたきっ
かけもこの店だ。はじめはホッピーに
ギネスビールを足して飲んでいた。しか
し、いかんせんコストが高く、採算割れ
でメニューから外した。それを酒販店経
由で聞いた光一会長が黒ホッピーの開
発をすすめたということらしい。黒ホッ

言われたという。
　マスターの萩原節さんはロスイン
ディオスの初代メインボーカル。喉を
痛めてグループを離れ、メキシコに渡っ
て新聞記者をしていたという経歴を持
つ。萩原さんの身の上話は一冊の本に
したいくらい面白いのだが、それはま
た別の機会に。
　この店では、ホッピーもラテンなアレ
ンジで楽しめる。55ホッピーを入れた
大きなグラスに、ブラジルでいちばん
飲まれているピンガという40度の酒を
満たした小さなグラスをそのまま沈め
る。ステアせずに飲むと味の変化が楽
しめる。これをホピンガという。萩原さ
んのオリジナルカクテルだ。また、ホッ
ピービバレッジのレモンハイを使った
テキーラのカクテルも人気だ。名はア

ピーのルーツのひとつはこの店だった。
　ホッピーの正しい飲み方をもっと啓
蒙していかなければならないと佐藤会
長は考えておられる。ホッピーは飲み方
も含めて文化なのだという佐藤会長の
お言葉はありがたい限りだ。これから
も、ホッピー大使としてホッピー文化の
啓蒙普及を楽しくおいしく展開してくだ
さい。

カプルコ。ホッピーミーナも大好きなカ
クテルだが、「おいしいので何倍もお代
わりしてしまって危険」らしい。
　「2代にわたってお世話になっている
のにホッピー大使就任などおこがまし
いですが」と、ホッピーミーナが就任状
をお渡しすると萩原さんも「小学生の
頃のかわいらしい女の子が、こうして
社長として活躍されていることはやは
りおどろきです。社員の方々もみんな
素晴らしく、元気をいただいています」
と感慨深げに語った。

アンベ・クァトロ　　　　                      　　　　     ◎東京
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

●たつや
《駅前店1Ｆ》東京都渋谷区恵比寿南1-8-16
TEL：03-3710-7375　営業時間：8:00〜
翌5：00（月〜土）/8：00〜22：00（日祝）（年
末年始休み）

《駅前店地下》TEL：03-3710-5844
営業時間：17：00〜1：00（月〜土）/17：00
〜翌5:00（金&祝前日）（日祝定休）

《南店》東京都渋谷区恵比寿南2-2-2
TEL：03-3791-5577　営業時間：16：00
〜1：00（月〜土）（日祝定休）



中央酒場　　　　                                              ◎神奈川 ホッピー仙人　　　                　　　　                ◎神奈川

　赤坂で生まれたホッピーが古くから横
須賀に根付いている。横須賀ホッピーと
いう名前があるくらい独自のホッピー文
化として存在している。その中心にある
のは、京浜急行横須賀中央駅前の中央
酒場だ。ホッピーファンの間ではチューサ
カとして名高い。横須賀ホッピーは、標
準より度数が高い。２代目店主井上徹さ

んによれば、7:3
が黄金比率だと
いう。「毎日飲んで
いる私がおいしい
と思う」比率だと
いう。弊社がお勧
めしている5:1の
約2倍の度 数に
なる。焼酎が濃い

　ホッピーしか置いていないホッピー
専門店というのはここしかないので
は。それが、横浜野毛にあるホッピー
仙人だ。オーナーのホッピー仙人こと
熊切憲司さんは、日中は横須賀の米軍
基地に勤めるサラリーマンで、夜に店
を開く。もともとホッピーが好きで仲
間とホッピー友の会を作っていた。そ
の病（？）がこうじて家でもホッピーを
飲みたいとホッピービバレッジ本社に
電話をしたら営業用のホッピーを取り
寄せることができた。ある日、野毛を飲
み歩いている時にお店の物件を見つ
けた。どうせ飲むなら自分で店をやっ
ても同じことと、ホッピー専門の店を
開いた。ホッピーを昭和の香りがぎら
ぎらするようなバーカウンターで出した

分スピリッツの甘味と刺激を感じるのだ
が、それが横須賀ホッピーの味になって
いる。横須賀ホッピーの歴史を井上さん
に伺うと、「もともと横須賀は強い酒をあ
おる刹那的な雰囲気だった。梅割りが主
流だったそんな男達の酒場に、ホッピー
はおしゃれな飲み物として入ってきた。
ちょっといいんじゃないのと横須賀の男
達に受け入れられたのです」という。横
須賀には最初から3冷がきちんと伝わっ
た。それは、横須賀にホッピーを広めた
人物がいたからだ。「菅原さんです」とい
う井上さんが語る人物を、ホッピーミーナ
は「ガハハのおじさん」として覚えていた。
豪快に笑ういつも笑顔のおじさんとして
幼い頃の記憶に残っている。その菅原さ
んが３冷のおいしさを熱心に説いて回り、

いという夢がかなった。店では、瓶の
ホッピーと黒ホッピー、そして樽のホッ
ピーと黒ホッピーがある。焼酎はキンミ
ヤの20度と25度を独自にブレンドし
た22.25度。バックバーの洋酒はすべ
てホッピー用だ。ジンやテキーラ、ラム
にウオッカ。それに白ワインも冷やして
ある。仙人は、オリジナルのホッピーを
次々に生み出す天才。リアルハーフホッ
ピーとは、上下にくっきり白と黒に分か
れるホッピー。そのまま置けば1時間は
混じらない。もっともその前に飲んでし
まうけれど。白ワインは、「赤坂」とい
うホッピーカクテルのため。ホッピーの
パーティーで赤坂芸者さんが席にお酌
に来た時、飲みかけのホッピーに白ワ
インを注いでもらったことからアイディ

横須賀は３冷がデフォルトになった。だか
ら、横須賀の人は東京でホッピーに氷が
入っていることに驚くという。ホッピーは、
横須賀で地元化しているのである。
　さて、中央酒場には野球チームがある。
その名も中酒ニューホッピーズ。最初はお
店の若いスタッフを中心につくられ、今で
は関係する人が広く集まっているという。
中には甲子園経験者も。かなりの強豪ら
しい。チーム名にホッピーを入れてもらっ
たからには、いつかは都市対抗野球に出
場して全国にその名を轟かせてください。

アがひらめいたのだという。この冬は、
冬季限定の温ッピーというのも飲める
らしい。
　これほどにホッピーを愛してくださ
る仙人には是非ともホッピー大使に
なっていただかなくてはと就任状をお
届けしたのだが、仙人は「ホッピーファ
ン冥利につきる」と、あくまでのホッ
ピー愛好家の立場を貫くのだった。横
浜のホッピーの聖地は、今夜もカウン
ターを二重に取り囲む人でにぎわって
いる。

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

●中央酒場
神奈川県横須賀市若松町2-7
TEL：046-825-9513
営業時間：10:00〜22：30（月〜金） 
 10:00〜22:00（土）（日祝定休）

●ホッピー仙人
神奈川県横浜市中区宮川町1-1-214　
都橋商店街2F
TEL：045-242-1731
営業時間：19:00〜22：00（日祝定休）
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ホッピー大使の店

焼酎はジョッキ二つ目
よりも上まで。140mlで
リターブル瓶360mlと
合わせてちょうどジョッ
キの容量500mlになる

仙人は、分量を量ってカクテルをつくるこまやかさを持つ



一年間に７２０本ものホッピーを取り寄せるというねづっちさん。
漫才コンビＷコロンの、謎かけをするほうの人である。

日頃からのホッピーの飲みっぷりとその啓蒙ぶりに感謝して、
このたびホッピー大使就任状をお受け取りいただいた。

H O P P Y
AMBAS SADOR

整いました、
ホッピー大使にねづっちさん

師匠に教わったホッピー。
　
　ねづっちさんがホッピーを知ったのは13年ほど前。Ｗコロン
の前に組んでいた漫才コンビ「ケルン」時代に、師匠であるＷ
エースの谷エースさんに連れられて入った浅草の居酒屋で出
逢ったのがホッピーだった。とはいえ、ねづっちさんはもともと
それほどお酒が好きではなかった。谷エース師匠にすすめら
れたホッピーで開眼してお酒も飲めるようになった。今では自
他ともに認めるホッピーマニアというねづっちさんからは想像
できない。その後、Ｗコロンがブレイクした時には師匠はすで
に他界され、ようやく売れた自分を見てもらえなかったのが
残念で、師匠とはもっとホッピーを飲みながらいろんな話をし
たかったという。「師匠には、芸はあまり教わっていませんが、
ホッピーはどんどん飲ませてもらいました」と笑わせる。

家でも３冷。年に720本。
　自宅にホッピーをお取
り寄せしているその数
は、年に720本という。そ
の他に、お店で飲むの
は週に３日。そこでも当
然ホッピー。まさに正真
正銘のホッピー大使であ
る。自宅でも、ジョッキ、
ホッピー、さらにはキン
ミヤ焼酎を冷やして、き
ちんと３冷を実践されて
いる。キンミヤは一升瓶
で購入したあと、小瓶に
移して冷やし、注ぐ時は

ジョッキの☆２つめというベストバランス。まさにホッピー飲
みのプロである。夜、仕事が終わり、家に帰って愛妻を前に
ホッピーを飲んでいる時が一番幸せな時間だという。ホッピー
とはどんな存在かと尋ねると、「一日の自分へのごほうびです
ね」という。ホッピーにとってこれほどの褒め言葉はない。

右脳と左脳をバランスよく使って、
「整いました」。

　ねづっちさんが謎かけをするようになったのは、浅草の劇
場で落語家さんと一緒に仕事をした時。落語家が謎かけを

するのを袖で見ていて
「もっと面白いオチがあ
るのに」と思ってから。
実際に作ってみたら、芸
人さんの間でも評判にな
り、やがてテレビやラジ
オで紹介するうちに人気
となった。ともかく、お題
を聞いてから「整いまし
た。」までが早くて、しか
も答えが面白い。いった
い頭の中はどうなってい
るのかとある番組の企
画で脳科学の先生にも
調べてもらった事があっ
た。彼の場合、右脳と左脳が同時にバランスよく使われている
らしく、調べた先生が驚くほど異例のことだったそうだ。それ
を聞いたホッピーミーナは、「閉塞感が漂う今の時代を打ち破
るのは、クリエイティビティ豊かでありつつ、理論的思考もで
きる人だそうです。右脳と左脳をバランスよく使える人。ねづっ
ちさんがまさにそう！」と、これまた驚くのだった。芸人仲間と
飲む時も、謎かけしながら飲むという遊びもしている。そんな
ねづっちさんに謎かけをお願いしてみた。最初のお題はホッ
ピーミーナ。 「ホッピーミーナとかけまして、太陽光発電で働
いている人ととく」。そのココロは「いつもシャイン（社員）のこ
とを考えています」。ホッピー大使ではどうですか。「整いまし
た。ホッピー大使とかけて、真打ち昇進とときます」。そのココ
ロは「披露目（広め）ないわけにはいきません」。おあとがよろ
しいようで。



　赤坂食べないと飲まナイトが、去る10月29日30日に行わ
れた。赤坂2丁目を中心にした参加店をお得なチケットで食
べながら飲みながらはしごができるこのイベントも4回目を迎
えて、お客様は過去最高となり街は多くの人でにぎわった。今
回は全店舗の情報をさらに精査し、各店舗のおすすめポイン
トを全コンシェルジュが共有できるようiPadをもって街角に
立った。また、店内の混み具合を映すライブカメラを数店舗
に設置。ホッピー本社内の総合管理室ではすべての映像を見
ることができるようになっていた。さらに、この映像はiPadで
見ることができ、またiPadでカメラアングルを動かすことがで
きる仕組みになっていた。そして、コンシェルジュたちはこれ

まで以上に各店舗の様子を探り、これもリアルタイムで本部
に伝える体制を整えていたので、より正確な空席情報をご提
供することができた。団体で入りたいというお客様にも空い
ている店を的確にご紹介できた。回を重ねるごとに、食べ飲
まの楽しみ方を知るお客様が増え、普段行かない店に行けた
とか、はしごの楽しさを知ったという声も聞かれた。お店では
早速忘年会に予約をいただいたり、隣りの店同士で足りなく
なった飲み物の貸し借りをするなど新たなコミュニケーション
も生まれたという。二日間のうち、わずかな時間に小雨が降っ
た以外は好天にも恵まれ、新たなお店を含め全40店舗を散
策できたお客様にはご満足頂けたのではないかと思う。

E v e n t

第4回赤坂食べ飲まは、
すごいことになっていた。



電車に乗ってホッピーを飲みに行こう！！
ホッピーが飲める店をリレーして、電車を乗り継ぎながらホッピーを飲むことをホピ鉄といいます。

銀座線は東京駅の東側を縦に走ります。
この界隈は商業の街として古くから歴史ある企業が集まっています。

一日の仕事を終えて、人々が向かうのはお気に入りの店。
ホッピーが飲める店はもちろん、この地にちなみ日本橋ビールが飲める店のちらほらと。

今回は、京橋・日本橋・三越前のお店をご紹介します。
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東京メトロ
銀座線編 ⑨

【京橋・日本橋・三越前】

金の独楽　　               　　　　    　　　　            ◆京橋
東京都中央区京橋3-4-4 イーストサイドビル2〜4F　電話：03-3510-0102
営業時間：17:00〜24:00（月〜木）/17:00〜02:00（金）/16:00〜23:30（土）（日祝定休）　お取り扱い商品：ホッピー

　この店には野菜ソムリエがいる。現
代人は野菜不足といわれて久しい。本
来野菜はおいしいものだが、世に出
回る野菜はかつてのおいしさを失って
いるものが多い。野菜にもっと興味を
持ってもらいたい。 野菜をおいしく楽
しんで欲しい。そんな思いから、店長
の志村崇史さんは野菜メニューに力を
入れる。普段なかなか食卓に上がらな
いような野菜も、ここではメニューに
載る。たとえば、泉州の水ナス、加賀太
きゅうり、コリンキー、グラパラリーフ、
アイスプラント、紫ニンジン、マーブル
ビーツなどなど。仕入れには目利きが
要る。主に築地と鎌倉で仕入れるが、
地方の生産農家まで見に行くことも
あるとか。そこで見つけた野菜は直接
送ってもらう。季節感を大切に、そして、
目新しさにも気を配る。「こんなのがあ
るんだという発見をしてもらいながら、

野菜のおいしさと楽しさに気付いても
らえたら」と願っている。旬のおいし
い野菜は生でおいしいものが多い。そ
んなおいしさをダイレクトに味わって
もらえるのが、生野菜の刺し身盛り合
わせだ。豚みそとブレンドした塩、マヨ
ネーズを添えて提供している。こうした
取り組みは女性客を喜ばせるだけでな
く、普段野菜不足に陥りがちな男性客
からも好評だという。野菜ばかりでな
く肉も魚介類もおいしい。ドリンクメ

ニューに、野菜ホッピーというのがあっ
た。これも、この店のオリジナル。どこ
までも野菜にこだわりを見せる。夜と
もなれば、同じビルの姉妹店の店外の
テーブルもお客様で埋まり、独特の開
放的な雰囲気を醸し出す。この感じは
どこかヨーロッパの街角のようだ。外
国人のご常連がいるのもうなずける。

東京メトロ銀座線編 ⑨
【京橋・日本橋・三越前】



東京メトロ銀座線編 ⑨
【京橋・日本橋・三越前】

由丸  八重洲仲通り店　　 　　　　              　　         ◆日本橋
東京都中央区八重洲1-8-9　電話：03-3278-8005
営業時間：11:00〜23:00（月〜金）/11:00〜22:00（土・日）（祝定休）　お取り扱い商品：ホッピー、黒ホッピー、55ホッピー

　店長は以前溜池店におられた諸橋
厚志さん。ホピ鉄がゆっくり走っている
間に追い越され、こちらの店長になっ
ていた。溜池店は夕方からは居酒屋さ
ながらにお酒を召し上がるお客様で埋
まった。諸橋さんは、こちらの店もそう
したいという。お酒のつまみ系は当初
10品ほどだったが、今では30品目ま
でに増えた。メニュー表を見ても、ラー
メンより断然おつまみ系の面積が広

い。もともとはラーメン店なのに、そこ
が面白い。諸橋さんは、ホッピーをこよ
なく愛してくださり、溜池店ではさまざ
まなホッピーカクテルも創作されてい
た。八重洲仲通り店では「生ビールより
ホッピーをもっともっと出したい。まだ
足りない」と意欲を燃やす。月に200
〜300本がこの店で飲まれるホッピー
の数。焼酎だと700〜800杯。それを
1000杯まで伸ばしたいというのが目

標だ。諸橋さんはホッピーはまだまだ
伸びると力強い目で語る。そして、「焼
酎にもさまざまな品質があるが、それを
包むようにおいしくするのがホッピー」
だという。確かに、きちんと醸造してい
るホッピーへの自信はあるが、そこまで
ホッピーを評価してくださる言葉は身
にしみてうれしい。「この辺りは外国人
も多く働いているのですが、仕事帰り
にやってきてホッピーくださいといいま

すよ。生ビールじゃな
しに」。この冬は、長
崎おでんがメニューに
載る予定。うまみのあ
るアゴ出汁に九州独
特の甘い醤油で味付
けしたおでんだ。その
あつあつを冷たいホッ
ピーとともにいただく
のを想像するだけで、
もうたまらない。

philly　  　　　　　　　　　      　                     ◆日本橋
東京都中央区日本橋3-2-13 中條ビル1・2F　電話：03-3527-9795
営業時間：11:30〜14:00/18:00〜23:00（月〜金）/土曜日は予約パーティのみ（日祝定休）　お取り扱い商品：日本橋ビール

　生まれも育ちも日本橋という生粋の
江戸っ子という中條好亮さん。お店の
あるビルは店主の生家でもある。家業
はもともと印刷業だったが、それを継が
ずに、大学卒業後紆余曲折を経て飲食
の世界に飛び込み、その後生地に戻り
ご自分の店を構えた。生ハムの盛り合
わせの一皿を観るとその気っぷの良さ
がわかる。サンダニエールとプロシュー
トとイベリコのサラミが溢れんばかり
に盛りつけられている。パスタもソース
がたっぷりないと気が済まない。「最後

にバゲットくださいと云われたい」と中
條さんは笑う。腹を減らした男どもには
たまらない。店主は人数を見てカット数
も変える。人数で割れなくて遠慮のか
たまりになっている一切れが残ってい
る皿は、見るのに忍びないという。忙し
い時は飲み放題のワインボトルを自分
で注いでねとテーブルに置く。じつは手
抜きなのだと明かすのだが、客からして
みれば気兼ねなく飲めてうれしい。店を
開く時、町会の人たちが寄ってたかって
親身になってくれた。その9割が飲食業

で、なにか店の売りがないと厳しいぞと
いう忠告を受けて、日本橋ビールを置く
ことにしたという。それを目当てにやっ
て来るお客様も増えた。一階のしゃれ
た雰囲気もいいが、広いフロアの二階
もくつろげる。女子会でやって来るお
客様は、ワイン飲み放題よりも時間無
制限がお気に入りのポイントとか。時間
を気にせずおしゃべりできるというの
は、なによりらしい。 おいしい料理は
もちろんだが、お客様をもてなすご夫婦
の明るい笑顔も、この店の魅力だ。



東京メトロ銀座線編 ⑨
【京橋・日本橋・三越前】

日本橋イチノイチノイチ　  　　    　                    ◆日本橋
東京都中央区日本橋1-1-1 国分ビル1F　電話：03-3516-3111　営業時間：ランチ11:00〜14:00（月〜金）11:00〜15:00（土日祝）
/ディナー17:00〜23:30（月〜金）16:00〜22:30（土日祝）（年中無休）　お取り扱い商品：日本橋ビール

　お店は、入ってすぐがシックなバーの
ような風情のなかに一升瓶がきれいな
ライティングでディスプレイされた空
間。奥に進むとテーブル席で、壁寄りに
個室が切り抜かれている。さらにその
奥が日本橋川に面したテラス。まずこ
の席から予約が埋まるという人気のス
ポットだ。日本橋のたもとにあるという
絶好のロケーションはこの店ならでは

のもの。橋を眺めるテラスはこの店の
特等席だ。「五街道の起点ですから、各
地のおいしい食材を集めてご提供した
かった」と渡邉英隆料理長はいう。特
殊な野菜も直接生産農家に出向いて
仕入れを決めてくる。それらの食材をつ
かって、伝統的な和食とともに新しい
味にも果敢に挑戦している。たとえば、
夏は氷鍋。出汁をクラッシュアイスにし

て、湯通ししたオクラ、フ
ルーツトマト、パプリカ、
ニンジン、白ゴーヤ、ソル
トリーフ、金時草、まほろ
ば豚などをしゃぶしゃぶ
でいただける。メニュー
は四季ごとに年4回模様
替えがある。夏から秋メ
ニューを考え、試作をし始
めた頃にはその先の冬の
メニューも考え始める。常

に新しい味を作り出すご苦労があるよ
うだが、「日本橋には江戸時代からのイ
メージがありますが、同時に、若い人た
ちにはそれが古くさいというよりも良
いイメージでとらえている人がいるよう
で、店にも若いお客様が多いです」。こ
ちらのお店でも、この立地にちなみ日
本橋ビールをメニューに加えていただ
いている。「お客様にもご好評をいただ
いてますよ」と、店長の亀井隆一さん。
日本橋を眺めながら日本橋ビールを頂
けば、ちょっと得した気分になる。

Italian bar 麹　　　                                            ◆三越前
東京都中央区日本橋大伝馬町4-2　電話：非公開　営業時間：11:30〜14:00/16:00〜23:00（月〜金）（土日祝定休）　
お取り扱い商品：ホッピー、黒ホッピー、55ホッピー、コアップガラナ、サワー各種

　店主の綾部史一さんは、ソムリエや
バーテンダーを経てこの店をオープン
した。ご自身もお酒が好きで、特にホッ
ピーは15年ほど前に初めて飲んだ時か
らのファンだという。その時飲んだホッ
ピーは氷なしだった。この店を始める
時、日本の大衆酒が飲めるイタリアン
バールにしようと思った。その筆頭が
３冷ホッピーだ。焼きとんと合わせるだ

けじゃなく、ホッピーはどんな料理と合
わせても食事の邪魔をしないと綾部さ
んはいう。はじめは半信半疑だったお
客様も「いけるね。日本酒や焼酎より
も合うね」と、その取り合わせの妙に
納得した。さてそのホッピーだが、「うち
のは2凍1冷です」と出てきたジョッキ
はキンキンに凍って、焼酎もシャーベッ
トになっていた。そこまでする店はこの

界隈では珍しいらしく、ホッ
ピー好きを名乗るお客様が、
最初の頃は氷入りで飲んで
いたのが今では氷入りは邪
道だといわんばかりに、ホッ
ピー初心者の他のお客様に

「これがうまい」とレクチャー
しているという。
　イタリアンなのに麹という

名前が気になった。「象徴的な意味とし
て名付けた」という。麹は日本酒を造る
上で欠かせないものだが、この店もお
客様にとって欠かせない存在になれれ
ばという思いを込めた。いかにもお酒
が好きな綾部さんのネーミングだ。本
格ホッピーの噂を聞きつけ、わざわざ
遠くから飲みに来るホッピーファンもい
る。そして、イタリアンということに驚
き、やがて、納得し、お代わりをすると
いう。名は十分に体を表している。

左）イタリアのリキュールを使った、
アペロール割りもおいしい



 ホッピーの素・物語 ❺ 普段は寝ている。
酵母は、普段は０℃〜５℃の冷蔵
庫 の 中 で 寝 て い ま す。正 確 に は
凍えて活動が低下している状態です。
寝ているベッドは「培地」といいます。
酵母のための栄養素を含んだ寒天状
の中にいます。

出芽がかわいい。
増殖の時に顕微鏡で見ると、丸い酵
母の表面にぽこっと丸い玉ができま
す。これを出芽といいます。この玉が
成長してもう一つの酵母になり、これ
を繰り返して酵母のコロニーができ
ます。「この時の酵母はとてもかわい
いんです」と、ホッピービバレッジ調
布工場の今田研究員はいいます。け
なげな生命体の営みの姿が、愛らし
いと。

働く時は、まず
仲間を増やして。

酵母に、働いてもらうためには、仲間
を増やす必要があります。ラボの冷蔵
庫から培養タンクに移して、酵母の
増殖が始まります。2週間ほど、目に
見える程度のコロニーになるまで育
てます。0.1mmの立方体の中に１〜２
個程度だった酵母が100個くらいに
増えます。こうなれば発酵に使える
状態です。

じっくり発酵、
すっきり味。

ホッピー の 酵 母 は下 面 発 酵 酵 母
です。発酵に適した温 度は10℃〜
14℃。ガスに分解します。アルコール
といってもホッピーですから低濃度
です。そこがビールと違うところ。ホッ
ピーの肝でもあります。下面発酵は、
発酵時間が長く、爽快ですっきりし
た味になります。ちなみに、上面発酵
酵母というものもあります。エールな
どがこれにあたります。

空気と栄養が
大事です。

酵母を育てるには、栄養と酸素が必
要です。
逆に酸欠状態にして低温にすると増
殖は停まります。

かわいくて
働きもの。

酵母は１回限りでお役御免ではあり
ません。発酵が済んだらタンクから
回収され、再び次の発酵に使われま
す。下面発酵だからタンクの下に沈
殿するので回収もしやすいのです。
これを10回程度繰り返します。発酵
の具合を見て弱まってきたら新しい
酵母と交代します。酵母って働きもの
だったのですね。
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【酵母は、かわいい】

ホッピーをつくる時に
大切な役割を果たす酵母が
今回のテーマです。
ホッピービバレッジ調布工場では、
ドイツから取り寄せた酵母を使って
ホッピーをつくっています。
その酵母は、
かわいいらしいのです。
どんなところがかわいいのか
探ってみましょう。
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黒岩禅氏出版記念講演と、
HOPPY HAPPY BAR公開録音。

土曜のにぎわい。日曜の雨。
赤坂氷川祭。

　ホッピー65周年イベントとして、黒岩禅氏『「辞められると
困る！」と言われる社員がやっている評価されるコツ』出版
記念講演とニッポン放送「看板娘ホッピーミーナのHOPPY 
HAPPY BAR」の公開録音が、有楽町のニッポン放送イマジ
ンスタジオで行われた。黒岩氏は、TSUTAYAの伝説のマネー
ジャーとして数々の記録と実績を重ね、優れたスタッフを育て
てこられた方。黒岩氏とホッピーミーナは（株）武蔵野の実践

　今年の赤坂氷川祭は、9月13日〜15日だった。15日（日曜
日）には、今年復元された舟形山車が巡行する予定だった。
しかし、日曜日は台風18号による大雨に見舞われ、巡行は中
止となった。赤坂の街を舟形山車が練り歩く姿は来年までの
お楽しみとなった。
　さて、14日（土曜日）の赤坂氷川神社境内は、恒例の盆踊
りで華やいだ。赤坂の名店が集まる露店は、祭りにやって来
る人たちのお目当てでもある。氷川祭ならではの布陣は、さ
すが赤坂という豪華さ。その一角にホッピービバレッジのブー
スも参加させていただいた。一杯機嫌でいるうちに、やぐら
の太鼓が鳴り響き盆踊りが始まった。踊り手の輪が次第に
老若男女でふくれあがりこぞって盆踊りに興じる様子は、都
心のど真ん中にあって日本の原風景をみた思いがした。

経営塾の同輩で、黒岩氏の新刊とホッピーミーナの近著『技
術は真似できても、育てた社員は真似できない』の編集担当
者が同じだったことから、このイベントとなった。
　募集とともにたちまち定員に達した会は、黒岩氏の講演か
ら始まった。冒頭から聴衆をぐいぐいと引き込むその話術は、
和製スティーブ・ジョブズかと思えるほど。緩急とユーモア、メ
リハリとストーリー性、ともかく人を引きつける。そして、そ
の内容も素晴らしく、仕事を通しての人生訓にあふれていた。

「『トイレ掃除なんて』という、仕事はない。『トイレ掃除なんて』
と思っている自分がいるだけ」「過去と他人は変えられない。
変えられるのは未来と自分」「手間をかけないと心は伝わらな
い」。そして、世界を変える力を持つ言葉、それは「ありがとう」
だと黒岩氏は説く。聴衆からの質問にもズバッと即答する。そ
れがますます人を引きつけるのだ。
　講演が終わり、ホワイエに用意された樽ホッピーを楽しん
だ人たちは、第２部の公開録音に。 会場からの質問に答え
る形で黒岩氏を交えてのトークは、ホッピーミーナの日ごろの
テーマでもある社員共育にも及んだ。ホッピーを飲みながら
の収録には「本当に飲むんですね」と黒岩氏もびっくり。とは
いえ、黒ホッピー、ハーフ＆ハーフと杯を重ねるところは、さす
がホッピー好きを自認する黒岩氏だった。



E v e n t

勝利の美酒を、試合前から飲み尽くす人々。
調布生ビールも登場。青赤横丁。

　10月19日，FC東京の味の
素スタジアムでのホームゲー
ムで，今年3回目の青赤横丁
が開催された。都内のおいし
い食べ物や飲みものを選りす
ぐったこのイベントは毎回多
くのファンでにぎわう。今回は
午後5時の試合開始にも関
わらず昼過ぎから人々が押し
よせた。場内はFC東京ファン
のみならず対戦相手のアルビ
レックス新潟ファンの姿も見
られたが、和やかな雰囲気の

もと各ブースに列を作っていた。10月といえばビールのお祭り
オクトーバーフェスタだが、ホッピーブースでは今回樽ホッピー
の他に調布生ビールと深大寺ビールをラインナップ。他店舗
のビールメニューとあわせて、ちょっぴりビール祭りの様相も
うかがえた。この日、サーバーの前に立ったのは今年入社の新
人たち。先輩からのサポートを受けながらも、大車輪の奮闘を
見せた。これには会場に駆けつけたホッピーミーナの頬も緩
んだのだった。
　ちょうど一年前、ホッピーミーナが初めて青赤横丁で売り子
として立つという時は、あろうことか記録的な大雨をもたらし
たのだが、この日の試合は、後半に2点を奪ったFC東京が勝
利を収め、雪辱を果たす形となり、ホッピーミーナも胸をなで
下ろしたのだった。
　試合終了後も青赤
横丁には勝利の美酒
を求めるファンがあと
も切らず押し寄せ、や
はり試合は勝たなけ
ればと改めて思わせ
たのだった。

未来予想図
〜ホッピーの、次のステージは、彼らの手の中に〜

person 11：松
ま つ し た ま り こ

下まり子

　松下まり子は、今年４月から福
沢諭吉記念文明塾に通った。そ
れまでにも社内の研修などで勉
強する機会はいろいろあったが、
さらに別の場所で学んでみたい
と思っていた。井の中の蛙で満足
してしまいそうな自分に危機感
を覚えた。外の世界を知れば、そ
れを社内に持ち込める。そう決意
し、受講することにした。木曜の夜と土曜の午後が受
講日だが、毎回課題がでるし、読まなければならない
本を次々に指示される。文明塾にどっぷりの３ヶ月に
なった。いそがしい仕事の中で塾に通うことで、仕事
のやり方を見直すきっかけにもなった。あと30分短
縮するにはどうすればいいか。午後６時に必ず仕事を
終わらせるために朝からのタイムテーブルをどう組む
か。無駄が省けたり、部下に任せられる部分は分担が
できたり、仕事の整理ができた。文明塾では、社会や
未来に対する提言として最終提案をグループで出さな
ければいけない。そのためのグループワークは講義を
終えたあと深夜に及ぶこともあった。様々なバックグ
ラウンドを持つメンバーの話を聞くのはいい学びの場
でもあった。メンバーでひとつの方向を目指し、時に
は本気でぶつかり合いちょっと不仲な状態になること
もあった。しかし、一人の脱落者もなく最後までみんな

で走り抜けることができた。
　文明塾を修了して社に戻った時、
松下はひとり落ち込んだ。文明塾で
吸った空気と社内の雰囲気が違う。
みんな100％の力でやっているとは
思うが、まだなにかできるんじゃない
かと思えた。これでいいと満足して
しまっているように思えた。「自分の
勝手な解釈」だと松下はいうが、彼

女の中でこのことが渦巻き、かといって誰にも話せな
く歯がゆくもあった。その後、社長と話す機会があり
打ち明けた。社長はもっともっと同じ思いをされている
のだろうと、ふと気付いた。私はそのほんの一部を体
験させていただいたのだと。部下を育てることはその
人の人生を預かっていることでもある。だから、部下が
たとえ自分を口うるさい人だと思うくらいでも、毎日細
かいことにも小言をいっていく。それが松下の決意だ。
　文明塾での最終提案は、学童保育の時間をもっと
有意義に使うにはというテーマだった。松下自身が幼
い頃学童保育に通う児童でもあった。夏に実際の現
場で体験授業をやらせてもらった。厳しい意見も頂い
て次につながるものを得た。なにより子供たちのかわ
いい反応がうれしかった。将来はNPOを立ち上げ事
業化するのが夢だ。「そこまでやらなくては意味があり
ませんから」。

「未来に責任を持つ。」



S t u d y  S e s s i o n P E B P

節目だから、学ぶ。 
ホッピー65周年全社勉強会。

2014PE宣誓式。
学生から社会人へのメタモルフォーゼ。

　ホッピー発売65周年の今年の夏、ホッ
ピービバレッジ全社員が赤坂に集まり
勉強会が開かれた。繁忙期でもあるこの
時期になぜ勉強会が開かれたのか。お
祝いの式典ではなくなぜ勉強会なのか。
まずはこの自問から勉強会は始まった。
ホッピービバレッジ104年の歴史、ホッ
ピー発売65周年というロングセラーの
存在の上にあぐらをかいているのではな
いか。その問いかけをグループに分かれ
てディスカッションし、まとめた意見をそ
の中の一人が発表する。そんなスタイル
で勉強会は進んだ。歴史への甘え、当た
り前のことが当たり前にできていない。
飲料メーカーとしてふさわしい工場であ
るか。快・不快が行動の底辺にないか。
学ぶ環境があるのに自ら積極的に学ぶ
姿勢になっているか。自らの中に達成感
や充実感はあるか。指示待ちになってい
ないかなどなど。考えることで改めて自
分の内面が見えてくる。社の歴史をひも
解く石渡会長からの講話に、社員の一人
は言う。「今あることが、当たり前ではな
く、努力の上にあることがわかりました」。
104年の歴史の中に、たくさんの思いや
意識がつまっていることを、社員たちは

　ホッピービバレッジでは、次年度入
社 予 定 の 内 定 者をPE（Prospective 
Employee）と呼ぶ。PEたちは、前年の
秋から研修（Boot Camp）に参加する。
PEBPである。その発足式が10月に
あった。石渡会長から社の歴史を学ん
だPEたちには、ホッピーミーナから2つ
のメッセージが伝えられた。
　ひとつは、日々、ありがとうといえる人
になってほしいということ。「人は意味が
あるから生きている。使命といってもい
い。やるべきことが課せられている。学
生気分と社会人意識の間の差はそこに
ある。私の場合、使命は何だろうと考え
た時、3代めを継ぐことだった。ある日か
らそれが私のミッションになった。自分
の可能性なんて、自分でもわからない。
ややもすると、自分はここまでの人間
だと可能性の扉を自ら閉ざしてしまう。
もったいないことだ。可能性を自分で止
めない。それが成長の源だ。そのために
大切なのは教わること。先輩や上司はす
でに同じ道を歩いてきた。だから、あな
た方より知っている。教わってください。
そして、教わったらありがとうございます

再認識したのだった。新入社員の入社式
で、石渡会長はいつもこう問いかける。

「皆さんはどのような人生を生きたいです
か」。それぞれに人生があり、一人ひとり
に幸せになる権利がある。仕事は、それ
を実現するための大切なファクターだ。
だから、使命感を持って謙虚に学ぶ姿勢
が大事だ。
　「節目というのは大切です。節目にふ
さわしい行事を行い明日につなげる。そ
のために今回この機会を設けました」と
ホッピーミーナはいう。歴史から学ぶこ

とはたくさんあるし、振り返ることで自分
の足元も確かめられる。しかし、そこでと
どまっていては意味がないと、ホッピー
ミーナは続ける。「歴史は振り返るもので
はなく、次をつくるためにあります。その
ためには情熱的に生きることです。それ
によって、可能性を可能にすることがで
きます。人のお役に立つためにいるとい
う使命感を持ち、達成する力をもって皆
さんとともに新たな歴史を刻んで行きた
い」。節目に歴史を振り返り学ぶことか
ら、ホッピーはリスタートする。

と感謝の念を表すこと。それを続けるこ
とで、3年後、あなたは自分が思いもしな
かった自分になっている」。
　もう一つは、同期3人仲良くなってほ
しいということ。ホッピーミーナは自分
の新入社員時代を思い返して言う。「最
初の会社に入った時、正直仕事がつまら
なかった。がんばれたのは仲間がいたか

ら。彼らは事務能力も高くライバルでも
あった。でも心の支えだった。ランチタ
イムの同期とのおしゃべりが午後の頑
張りにつながった。同期は大切な存在
だ。だからお互いを仲間として意識しあ
い、仲良くなってほしい」。
　どんな社会人になりたいか。その自
覚、その意志が社会の中の自分をつく
る。自分をどう見つめるか。学生とは違っ
て責任も生まれる。ホッピーを作るのに
原材料が大切なように、会社は人材に
よって成り立っている。おいしくないリ
ンゴからおいしいアップルパイはできな
い。過去最高のフレッシュな人材になっ
てほしい。それがPEたちに伝えられた
メッセージだった。



　新人社員諸君は大変だ。１年目だから仕事を覚えることでてん
てこ舞い。そして、 セールス強化月間「夏の陣」で汗をかき、「冬の
陣」で走り回る。彼らをPE（内定者）時代からずっと見守ってき
たキミータこと浅見季美子は、いうなれば彼らのお母さん役でも
ある。がんばっている彼らを応援する料理が今回のテーマ。

「同期がひとつになってほしいという願いを込めた

野菜たっぷり鶏つくね鍋と
山芋ステーキです。」

［第７回］

つ くりか た 　

♥野菜たっぷり鶏つくね鍋
◎鶏つくね
・鶏ひき肉２５０ｇ　・やげん軟骨１０個　・玉ねぎ1/2コ
・長ねぎ１本　・塩、こしょう少々　・しょうが1/2片分

◎鍋の材料
・白菜　・長ねぎ　・きのこ類　・豆腐　・春菊　・にんじん
（お野菜の量はお好みで）

◎鍋のスープ
・昆布１枚　・醤油（少々）　・塩（少々）

1. やげん軟骨は５mm角く
らいに切る。玉ねぎ、ネ
ギはみじん切りにする。
鶏ひき肉に軟骨と玉ね
ぎ・ネギ・しょうがのみ
じん切りと調味料を混
ぜる（粘りが出るまで）。

「今回の鍋のメインは、軟
骨入りのつくね。骨太に
なってほしいという思いを
込めました。山芋ステーキ
は、粘りのある人間になっ
てねという気持ちです。み
んなにこの思いが伝わっ
たかなあ。」

♪浅見キミータおかあさんから、ひと言♪

「同期がひとつになってほしいという願いを込めた

野菜たっぷり鶏つくね鍋
山芋ステーキ

2.  鍋にお水と昆布を入れ30分くらいおいたら火にかける
3. 沸騰したらつくねをスプーンですくいながら入れ、火を通

す（写真A）
4. 野菜を入れ火が通ったらお鍋の出来上がり

♥山芋ステーキ
・山芋 中1本　・バター 少々　・醤油 少々

1. 山芋を５mmの輪切り
に切る

2.  フライパンにバター
を入れ火にかける、バ
ターが溶け始めたら
山芋を入れる（写真B）

3. 両面が焼けたら醤油
を入れて味を調えた
ら出来上がりA B

鍋は、 大好きなキノコ類が
入っていて食べごたえがあ
りました。 山芋は焼いて
食べたことがなかったので
びっくりでした。

つくねの軟骨がコリコリ
していて食感も楽しかっ
たです。山芋ステーキは、
もっとお腹に溜まるもの
だと思っていたのですが、
軽く食べられました。

野菜が口の中でとろけるほ
どで、 匂いでも食欲が湧い
てきた。山芋はほどよい甘
さがあって何枚でも食べら
れます。

きのこが苦手なのですが、とて
も美味しく食べることができ
ました。最後の卵の雑炊も、ま
ろやかで美味しかったです。

野菜たっぷり鶏つくね鍋と

ほのかに香る生姜の味付け
から、仕事での疲れをとって
ほしいという浅見さんの優し
さを感じました。

肉団子が軟骨の食感と
生姜の風味が効いてい
て非常に美味しかった
です。

山芋ステーキ



「思わぬ拾い物をする」編

前
号、前々号と、移転した調布工場での失敗談

ばかりが続いたので、今回は少しばかり景気

のいい話をしよう。

　昭和48年、渋川市の某化学メーカーがカナダドライ

のフランチャイジーとして北関東をエリアとする瓶詰

め会社を作り事業を始めた。その頃もてはやされた事業

の多角化の一環として、清涼飲料の製造販売に進出し

たのだ。しかし、化学製品の原材料メーカーにとっては

もともと無縁の領域でもあり、事業は失敗。1年半ほど

で撤退することになり、その設備がまるまる残った。そ

れを買わないかという話がうちに舞い込んできた。聞け

ば、三菱重工製でまだ新品同様のピカピカの機械だと

いう。三菱のような一流の機械はうちの工場には入らな

いだろうし、南柏からもらってきた3台連結のチョコ停

ばかりの殺菌機とはいえ、とりあえずラインはできたの

でこの体制でしばらく行こうと、この話は流していた。

しかし、この話を持ってきたナショナルクラウンの服部

さんが「見るだけでも」としつこいので、それもそうだ

と思い行ってみることにした。さすがは上場会社のやる

ことだ、一万坪の敷地に二千坪の建屋。この建屋の中に

新品同様のフルラインの機械がピッカピカと光を放っ

て鎮座ましましている。タッパ（高さ）さえ合えば何と

か入るかもしれないと一緒に行った日新機械の社長は

言う。急いで工場に電話をして梁までの高さを測らせ

た。なんとかなりそうだ！カナダドライを製造してまだ

一年で、しかも20％しか稼働していないという。試運転

をしただけのような機械である。洗壜機、充填機、カー

ボクーラー（炭酸をつくる機械）はもちろん、ケーサー、

アンケーサ（箱から壜をとり出す機械も）も当然、デパ

レ（パレット上からケースごと取り出す機械）、パレタ

イザー（パレットに1ケーズずつ積み込む機械）、2トン

のボイラー、調合タンクまである。喉から手が出るとい

うのはこのことか。値段は一式全部で5,000万円。つい

先日、例の無用の長物の青谷の洗壜機をスクラップに

した。1m角に切り刻んで鉄屑代として10万円。しかし、

樹脂製のバスケットが山のように残った。これは産業廃

第
十
一
回

棄物として処分するから15万円下さいという。あんな

でかい機械を潰したらなんと5万円の赤字だった。その

時しみじみ思い知らされた、機械というのは動いてこそ

価値があり、動かない機械は二束三文にもならないと。

この時の強烈な経験が、5,000万円を2,000万円に値

切っても必ず買えるという確固たる信念を抱かせた。今

にして思うと、どうして半値以下の2,000万円と思った

のか不思議な感覚だったが。交渉役の義兄にその旨を

伝えると、「バカ野郎、そんなこといえるか」と一笑に付

されてしまった。常

識的にみればまさに

そうだ。しかも、相

手の足元をみている

ようでもあるし、確

かに一理はあった。

相手の会社はなにか

製法の大転換をしな

ければならなくなっ

て多額の資金を要す

ることになり、遊休

施設の処分となった

ようだ。しかも、土地から先に処分してしまったので、

上物の処分には猶予がなくなっていた。悪いことに、こ

の機械の能力は200mlの瓶で毎分440本というレベ

ル。大手の工場なら最低600本を必要としているし、さ

りとて中小では大きすぎるという、まことにもって中途

半端なものであった。交渉のテーブルにつき義兄が切

り出した。しかし、ストレートに2,000万円とは言いに

くいので、「5,000万用意しました。しかし、そのうちの

1,000万はどこそこに、もう1,000万はなんとかに、ま

た1,000万はどこそこに支払わなければなりません」と

言うと、向こうの社長は「それじゃ2,000万ということ

ですか」と、出したお茶に口も付けずに帰っていってし

まった。「ほら、帰ってしまったじゃないか」とがっかり

した様子の兄貴に僕は言った、「義兄さん、大丈夫だよ、

必ずまた来るよ」。僕にはこの時妙な自信があった。十

日程過ぎてついに恵みの神様は現れた。結局100万円

の色をつけて2,100万円で決着した。実際には何億とい

う買い物なのに。そんなお金もない当社には神様のお

恵みとしか言い様がなかった。機械を運ぶ際には、レッ

カー車のコンボイがさながら大名行列のように夜を徹

して17号線を渋川

から調布へ向かっ

てにぎやかに通って

行った。調布工場で

も大騒ぎをしてこの

大名行列を迎え入れ

た。懸念された収容

具合も、フィラーも

洗壜機も無事収まっ

た。工場の中はだい

ぶ窮屈だけど、竹取

物語よろしく、あっ

ちでもこっちでもぴかぴかと光を放っているように見

え、本当にうれしかった。

　昔の洗壜機はきれいになりさえすればよかったが、コ

カコーラ以来、滅菌、殺菌が条件になっていた。今度の

この洗壜機も浸漬槽が4槽になっていて、1槽はカセー

濃度3％で水温50℃、2槽は2.5％の65℃、3槽は2.0％

の65℃で、この3つの槽を順繰りに潜って、4槽目で清

水で洗われたあとブラシが入り、その後また清水で洗わ

れて出来上がりという順序だ。このブラシについては、

三菱はブラシ、日立はジェットという確執が長く続いて

いたが、今では三菱もジェットにしている。



手帳という分身。

　今の時代、スマートフォンやタブレットでもスケジュール管理はできる。しかも、

それらを使えばパソコンとも連動していてとても便利という世の中になった。けれ

ども、年末になると文具店の手帳売り場は相変わらず人でごった返す。なぜなの

だろう。新しい手帳を手にすると、新しい年への期待が持てる。そんな気がする。
◆

　人は忘れてしまう生き物だ。忘れる代わりに備忘録を取るという知恵を働か

せた。その外部記憶装置のひとつが手帳だ。古くはローマ時代に貴族たちが使

い始めたというのだが、現代の我々は彼ら以上に忙しいはずだ。
◆

　ホッピーミーナは、スマートフォンやタブレットを数台持ちながら、書くこと

で日程や予定を定めていく手帳を手放さない。文具好きゆえに、手帳選びにも

幾多の変遷がある。

　インクが裏写りしない紙質、耐久性のある製本、書式が自分の仕事のスタイ

ルに合うこと。それらが使いやすさにつながる。ルーズリーフはリングが手に当

たって左ページが書きにくい。すべてを満足させるには、きっとオーダーメイド

以外にはないのだろう。

　今使っているのは、一週間で見開きのタイプ。紙は薄いが裏写りせず、した

がって比較的軽い。サイズも重要だ。大きすぎてはエレガントではない。セクレ

タリーが持つならまだしも。半分は自由な書き込みができるノートになってい

るとうれしい。日程を打ち合わせしながら、思いつくことや留意事項は必ず発

生するものだから。
◆ 

　ホッピーミーナは、夏頃になるともう一冊小ぶりの手帳を持つ。翌年の半年

分のスケジュールが書き込める手帳だ。来年の予定もその辺りから入り始める。

そして、正月休みに、新しいダイヤリーにすべてを書き写す。それが、ホッピー

ミーナの書き初めだ。

　このひとてまが、一年を展望できる時間となる。

　書くという行為には、からだに記憶を染み込ませる作用があるように思う。

と同時に、文字を書くひとてまに、悦楽がある。モバイル端末にはおとずれない

時間だ。



　今年も秋のドイツを訪れた。今回は恒例のフラウ（世
界最大のビール産業展）に社員４人共々参加し、また
今年創設した東京愛宕ロータリークラブとしてドイ
ツのロータリークラブ大会への参加など濃密な旅程
となった。だがその先々で大変なことにみまわれた旅
だった。物事をなす場合準備９割というが、まさにそれ
を痛いほど経験することになったのである。
　そもそも、旅立つ日が大雨だった。氷川神社例大祭の
巡行が中止になるほどで、成田に向かう道では車が風
であおられた。この嵐はまさに旅の予告編ともいえた
が、まだその時は知るよしもない。
　現在弊社が技術指導を仰いでいるウド先生も、ホッ
プの輸入元バルト社のDr.クーゲル氏もロータリーク
ラブのメンバーだ。４月にクーゲル氏が来日した時、愛
宕ロータリーの会長・副会長にお引き合わせしたとこ
ろ、ドイツの例会に招かれた。私のご縁から始まった話
なので、ドイツ行きの手配は私がさせていただくこと
にした。ところが、私の準備は全然足りておらず、それ
でも私は何とかなるという気持ちでいた。
　ロータリーの友人３人のために旅行代理店が手配し
たホテルは１泊４万円と高価だったが、辿り着けば惨
憺たるもの。歯ブラシひとつもないような安宿だった。
この時期のミュンヘンは年に一度のフェスタの開催で
どこのホテルも値上がっていたのだ。
　ミュンヘンからクーゲル氏の住むフリードリヒハー
フェンまではレンタカーの予定で、現地で手配すれば
いいだろうとタカをくくっていた。しかし、レンタカー
は借りられなかった。そこで急遽バスに切り替え、チ
ケットを買い待つが、バスは一向にやって来ない。来な
いはずだ、乗り場を間違えていたのだ。急いで特急電車
に飛び乗り、途中のウルムで降りそこから車で行くこ
とにした。ところが、今度は交通事故が発生し道路閉鎖
の憂き目に。ようやく目的の街に着いた頃にはロータ
リークラブの例会は終わっていた。最悪の事態だ。
　ミュンヘンに戻りロータリーのメンバーとはそこで

別れたが、ここからもどたばたの旅は続いた。翌日、ド
レスデン行きの航空券５席分のうち３席がダブルブッ
キングしていた。なんとか3席は確保できたが、残りの
2人は一旦ベルリンに飛び、そこからルフトハンザが用
意した車でドレスデンに向かうことになった。私と社
員2人が空路ドレスデンに到着すると、アナウンスで私
の名前を呼ぶ声がする。案内カウンターに行くと、エス
リンガー教授からの伝言で、空港まで迎えに行けなく
なったからホテルへ直行してくれという。彼もまた事
故渋滞に巻き込まれ、高速道路を途中で降りなければ
ならなかったのだ。フライベルガーのブリュワリーを
見学後、昼食をとってホテルに戻った。さてチェックイ
ンしようとしたら、今度は予約に私の名前がない。最後

は、翌日東京に帰る時、空港が濃霧で2時間半足止めを
食らった。こんなふうに、あちこちゴツゴツぶつかりな
がらの旅だった。本当に恥ずかしいくらいのトラブル
続きだったが、それもすべて私がなんとかなるさと傲
慢になっていたのが原因だ。
　弊社の成長のファーストステージは終了し、社員が
やれることはどんどん彼らに譲り、私は経営トップと
してすべきことを執行できる体制になった。若手社員
たちも成長し始め、この一年半ほど私はすごく楽に
なっていた。だが、ある部分で、社員への権限委譲が私
の甘えに変性してはいなかったかと思った。私が手を
出せば彼らの経験の機会を奪ってしまうことになると
いう理由のもと、自分が努力しないで彼ら彼女たちに
甘えていたのではないかと自問するのである。確かに、

vol.20 ドイツのことに限っては、大森もよくわからないし、
ロータリークラブのことは私が受けた案件なので私が
もっと詳細に物事を詰めていかなければならなかっ
た。友人はこのホテルで大丈夫？と聞いてきていた。そ
れをきちんと聞いていなかった。それは、紛れもなく私
の傲慢さだ。一所懸命ではなかった。人間は知らないう
ちに傲りを持つ生き物なのだと思う。怖いことだ。弊社
の社員たちのトレーニングの中で市場調査というのが
ある。お客様を回り現状を知るというのが目的だ。上
がってくるレポートを見ていて気がついたことがあっ
た。彼らはいつのまにかお客様を評価する立場になっ
ていて、いいとか悪いとか言い始めていた。それでい
て、じつは彼らにお店を評価する気はさらさらない。人
間は環境適応動物なので、新しい状況でもやがて慣れ
る。慣れると知らないうちに驕り高ぶりが出る。
　ドイツでは今年もドイツビール界の法王、プロ
フェッサー・ナルチス氏にお会いすることが叶った。法

王は「君、ビジネスはどうだい？」と話しかけてくだ
さった。「ウド先生のおかげでさらにクオリティが上が
りました」と申し上げたところ、「そう、君にはもっと
できることがあるね」とおっしゃられた。法王ご自身
も「これでいい」ということはなく、次を、そしてまた
その次を目指されて今日の地位がある。その生き方を
私にお示しくださったのだと思った。常に、たえず、改
良することはあるはずだよというメッセージ、次にで
きることはないかという意識を常に持てということを
教えていただいた気がした。ここがゴールだというの
は、ないのだと思う。ゴールだと思ったら、人は衰退す
る。それは、社会人一年目だろうと、課長職だろうと、
社長だろうと変わらない。
　ドイツから戻ってしばらくは、かなり落ち込んだ。落

ち込むこともステップとしてあってもいいが、そのま
まではいけない。何が起こったかを整理して、振り返
りをした。そして迎えたのが、今回の食べ飲まだった。
今回、私たちは1600枚という前売りの目標を設定した。
開催日まであと４日と迫った金曜日、500枚近くが残っ
ていた。土日をのぞけば、あと２日しかない。ドイツの
教訓「準備を怠れば惨憺たる結果が待っている」を思
い起こした。金曜日一日を掛けて私は方々に電話をか
けまくった。翌々日の日曜日、営業部では「月曜朝8時
に全員集合」のメールが回った。緊急ミーティングで
残りの枚数を今日中に何とか売り切るぞということに
なったらしい。そして、月曜の深夜になり、責任者の石
津から私の元にメールが入った。「社長自ら動いていた
だき」無事完売したとの知らせだった。キャップストー
ンである私の責務の重さ、使命の大切さを改めて自覚
した。どこで、どういう時期にどういう力を流せば全体
の動きに変わるか。そのさじ加減を常に見極めながら、

私は気を送る。そしていい気をつくるには心身ともど
も準備が9割。これである。組織は作った。そのシステム
はうまく稼働していると思う。だがその上で、それに安
穏としていてはいけない。常にメンテナンスを怠って
はいけない。
　「国を滅ぼす君主というものは、きまって自ら驕り、
自らを知恵あるとして、人を軽蔑するものである。自ら
を驕れば人材をいい加減に取扱い、自らを知恵ありと
すれば専制独裁をやる。相手を軽んずれば備えがなく
なる。何事があっても、びくともしないという用意がな
くなってしまう。備えがないと禍を招き、独裁をやると
地位が危うくなり、人材を軽んずるとすべてが塞がっ
てしまう。そうして自ら亡んでしまう。」 安岡正篤の言
葉である。肝に銘じなくてはならない。

事を成すには準備が９割。それを怠ると惨憺たる結果を生む。
それを痛感したドイツの旅だった。
社員が生き生き働けるために、私はいい気を送らなければ。



N e w s

ホッピーのサイトが新しくなりました。

M e d i a

ニューヨークのデジタルマガジンから、
ホッピーを発信。

　常に新しいイノベーションを生み
出しているニューヨークから世界に向
けて発信しているデジタルマガジン

「HEAPS」。NY在住のトップクリエイ
ターと東京のテクノロジストのコラボ
による新感覚のマガジンです。ニュー
ヨークを中心に世界の出来事を「情
報」ではなく「ストーリー」として取り
上げるコンテンツの中に、ホッピーのコ

　この度、ホッピービバレッジではオ
フィシャルウェブサイトを一新いたしま
した。2002年（平成14年）の開設以
来、コンテンツが増える度にコーナー
を増設してきましたが、よりわかりやす
く目的の情報にたどりつけるよう再編
成し、デザインも一新しました。弊社
と商品をご理解いただくためのページ
を揃えております。皆様にご覧いただ
けますようご案内申し上げます。なお、
URLはこれまでと同じで変更はありま
せん。

http://www.hoppy-happy.com
　また、閲覧したいページが見つから
ない場合はサイトマップをご利用くだ
さい。
http://www.hoppy-happy.com/info/
sitemap/index.html

ラムが新たに登場しました。毎月発行
されるデジタルマガジン「HEAPS」は、 
iPadまたはiPad miniでApp Storeから
無料ダウンロードしてご覧いただけま
す。
　なお、HREAPSの概要はパソコン
からもご覧いただけます。

http://www.heapsmag.com
からどうぞ。
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2013年は節目の一年でした。授かった沢山の素敵なご縁に心から
深く感謝を捧げます。どうもありがとうございます。来たる2014年、
さらにお客様の「嬉しい」のお役立ちができるよう精進して参りま
す。（37）
いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。早いもので2013
年最後の号になります。皆様のお蔭様で本年もお届けすることがで
きました。心より感謝致します。2014年も変わらぬご愛顧賜りますよ
うお願い申し上げます。（KMi）
毎日みているから、わずかの変化にも気付く。たまにみるから、大き
く変わったことがわかる。どちらも正しいし、どちらも完全ではな
い。人も社会も自分も。（to）

編集後記

★12月25日（水）〜12月31日（火）
年末恒例東京駅大丸  地ビール店頭販売
　　
会場 大丸東京店  トラベルリカー 
時間　 25、26、27、30日（平日） → 10:00〜21:00 

　　　 28、29日（土、日） → 10:00〜20:00
　　　 31日（大晦日） → 10:00〜18:00 

販売商品　赤坂ピルゼン、赤坂ミュンヘン、赤坂ルビンロート、 
 日本橋ビール、55ホッピー

お正月用に、また帰省時の東京みやげに、東京の地ビールは
いかがでしょうか。12月31日まで販売しております。赤坂ビー
ル、日本橋ビールをそろえてお待ちしております。

告　　知

MixMixMix カレンダー

11月

大人の駄菓子屋 
東京都大田区仲六郷2-28-5  
電話： 03-3403-2725 
営業時間： 17:00〜（祝定休）
お取り扱い商品： ホッピー

立瓶 
東京都国分寺市本町2-3-1エスペーロアークビル2F
電話： 070-5372-1992
営業時間： 15:00〜ハッピーエンド（定休日未定）
お取り扱い商品： ホッピー、黒ホッピー、レモンハイ、
GFサワー、ウメサワー 、あんずサワー、ザクロサワー、
ガラナ、緑茶、ウーロン茶、タンサン 

2013年
10月21日
OPEN! 

2013年
11月１日
OPEN! 

ホッピーが飲める！新規オープン店

12月

衣替え×Mr. ホッピー

クリスマス ×Mr. ホッピー


